
１ 緒言
４階建物流施設の構造設計において、「耐震性能

の向上」と「経済性」を両立させることを目標に制振
構造を採用した実例を紹介する。制振構造は、従来
の耐震構造と比較して、地震エネルギーをダンパー
に集中させることで建物被害を低減することができ
る。
通常、制振構造の設計は時刻歴応答解析による大

臣認定取得が必要であるが、本実施例では、建物の
耐震性を簡便に、より大局的な判断ができる新しい
耐震設計手法である「エネルギーの釣合いに基づく

耐震計算法（以下、エネルギー法）１）」による設計を
行った。エネルギー法は、２００５年に告示平１７国交告
第６３１号で規定された手法であり、建物の耐震性を
簡便に判断できるだけではなく、建物の申請におい
ても通常の耐震構造建物と同様に大臣認定が不要と
なり、申請期間、手間を低減できる設計手法であ
る。しかし、エネルギー法関連告示公表の２ヶ月後
に起こった耐震偽装事件２）以降、構造設計の厳密
化が進む中で、新しい設計手法であるエネルギー法
は、取り組みづらい状況にあり、当社だけでなく他
社でもほとんど採用されていないのが現状である。
本稿では、当社で初めて実際の建物でエネルギー
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抄 録
本稿では４階建物流施設を「エネルギーの釣合いに基づく耐震計算法（以下、エネルギー
法）」で制振構造として設計を行った事例を紹介する。本事例では「耐震性能の向上」と「経
済性」の両立を目標に設計を行った。また、適用事例が少なく設計結果の判断が難しいエ
ネルギー法について、本実施例の設計手法と設計結果を示す。本実施例では、エネルギー
法で設計した結果、耐震性能の向上、上部架構の鉄骨重量５％削減及び申請期間の短縮を
実現した。最後に本設計手法の今後の展望についても述べる。

Abstract
In this paper, there are introduction of a four-storied logistics center designed by en-

ergy balance-based seismic resistant design. In this case, the design target is realizing
improvement of earthquake performance and economy. This design solved a problem
having no experience. Result designed by energy balance-based seismic resistant design
realized improvement of earthquake performance, cutting steel mass ５％ and cutting
application time. Last, future outlook by this design is shown.
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設計／施工：新日鉄エンジニアリング株式会社
構 造 種 別：鉄骨造
階 数：４階
用 途：物流施設
床 荷 重：１５kN/m２（床用）
主なスパン：約１０m
主 な 階 高：約７m
ダ ン パ ー：アンボンドブレース（新日鉄エンジ

ニアリング株式会社製）
（材質：LYP２２５）

図１ 建物パース
Fig．１ Building perspective image

図２ ２階床伏図とダンパー配置図
Fig．２ Brace arrangement plan（２nd floor）

図３ 軸組図と代表断面
Fig．３ Major framing elevation

図４ 使用したダンパー詳細（アンボンドブレース）
Fig．４ Damper details（Unbonded brace）

住 所：神奈川県横浜市
支 持 層：細砂層
液 状 化：液状化しない
地盤種別：第２種地盤（卓越周期：０．２６秒）

法を適用した実施例を示し、その特徴と効果を示
す。

２ 適用実施例の概要
本稿で紹介するエネルギー法を適用した実施例の

概要を以下に示す。

建物のパースを図１、建物の伏図例、ダンパー配
置図を図２、建物の軸組図例を図３に示す。主な特
徴は、床の荷重が比較的重く階高が高いことであ
る。また、図３に示すように、１～３階にダンパー
として当社製品であるアンボンドブレース３）４）５）を
配置した。図４にアンボンドブレースの特徴を示
す。
次に計画地の地盤概要を以下に示し主なボーリン
グ柱状図を図５に示す。本計画地の地盤は比較的良
好な地盤である。
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図５ ボーリング柱状図
Fig．５ Boring log

３ 設計目標
本実施例では、以下の２つの設計目標を設定し

た。
・耐震性能の向上
・経済性
耐震性能は、「極めて稀に発生する地震（数百年に

一度発生する地震、震度６強程度）（以下、極稀地
震）」に対して、ダンパーに地震エネルギーを集中さ
せることで、「主架構すなわち柱、大梁」を弾性範囲

に留めることを目標とした。これにより、極稀地震
発生後もダンパーのみ取替えれば耐震性能を復旧す
ることができる。図６に目標耐震性能の概要を示
す。
経済性は、「稀に発生する地震（数十年に一度発生
する地震、震度５強程度）（以下、稀地震）」からダン
パーを塑性化させることで、ダンパーへ積極的に地
震エネルギーを吸収させ、主架構の負担を低減し、
「従来の設計手法すなわち通常の耐震構造」より、鉄
骨重量を削減させることを目標とした。

４ エネルギー法の特徴
ここで、エネルギー法による設計の考え方を簡単
に示す。従来の耐震構造の設計では、地震を力とし
て捉え、建物に入力される地震力より大きな耐力を
有するように建物を設計する。これに対し、エネル
ギー法は、地震をエネルギーとして捉え、建物に入
力される地震エネルギーよりも、大きなエネルギー
を吸収できるように建物を設計する手法である。
また、従来の構造設計では認められていないが、
エネルギー法では稀地震時にダンパーを塑性化させ
ることが認められている。これにより、ダンパーへ
効率的に地震エネルギーを吸収させる合理的な構造
形式が実現できる。
さらに、エネルギー法で利用できるダンパーは、
建築基準法で基準強度が規定された鋼材による履歴
型ダンパーに限られている。当社製品であるアンボ

従来設計（耐震設計） 制震設計
ラーメン構造 ブレース付ラーメン構造 ダンパー付ラーメン構造
主架構 主架構（ブレース含む） 主架構 ダンパー

稀地震 弾性 弾性 弾性 塑性（エネルギー吸収）
極稀地震 塑性（梁端損傷） 塑性（梁端損傷） 弾性 塑性（エネルギー吸収）

柱・梁のみで地震に抵抗 柱・梁・ブレースで地震に抵抗 地震エネルギーをダンパーで吸収

図６ 目標耐震性能
Fig．６ Seismic performance target
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図７ 従来設計とエネルギー法の違い
Fig．７ Difference between the traditional design and En-
ergy Balance-Based Seismic Resistant Design

ンドブレースは、この条件を満たしておりエネル
ギー法で利用可能である。エネルギー法の特徴を図
７に示す。

５ 本実施例の設計手法
エネルギー法は告示で規定された設計手法であ

り、誰でも利用可能な設計手法であるが、現在当社
だけでなく他社でもエネルギー法を適用した実施例
はほとんどない。主な原因として以下の２点が挙げ
られる６）。
１）実施例が少なく、ほとんどの確認申請機関、適
合性判定機関に審査を敬遠されるため。

２）計算方法の細目に、不明確な部分があるため。
１点目の原因は、エネルギー法関連告示が２００５年

９月に公表された２ヶ月後に耐震偽装事件が起こっ
たためである。既存の設計法でさえ信頼性が低下す
る中、新しい設計手法であるエネルギー法に取り組
みづらい状況となり、実施例がほとんどなく、設計
者だけでなく審査側もエネルギー法を審査した経験
がないというのが実状である。
２点目の原因は、計算方法にまだ未整備な部分が

あるためである。例えば「極稀地震時の検討のため
の建物が倒壊するまでに吸収できるエネルギーの大
きさ」は告示で具体的に計算方法が規定されていな
い。このようにエネルギー法では告示で規定されて
いない計算方法の細目が多くある。
そこで本実施例では、上記２つの問題点を解決す

るために以下の１）～３）に示す手法を用いて設計
を行った。
１）告示で規定されていない、若しくは自由度が認

められている計算方法の細目については、既存
の技術書１）７）を参考に計算方法を設定した。

２）１）で設定した方法を検証するために、より詳
細で精度の高い設計手法である「時刻歴応答解
析」を並行して行い、設計結果の各項目をエネ
ルギー法と時刻歴応答解析で比較し妥当性を確
認した。時刻歴応答解析とは、建物に時間と共
に変化する地震の情報を与え、建物の影響を確
認する高度な設計手法である。

３）スムーズに確認申請を行うために事前に学識経
験者による任意評定を取得した。
ここで、エネルギー法の検証のために行った時刻
歴応答解析で使用した地震波を表１に示し、そのエ
ネルギースペクトルを図８に、トリパタイトグラフ
を図９に示す。また、図８に示すように、本建物の
固有周期は初期剛性で１．１秒、主架構のみで１．９秒で
あるため、本建物の固有周期の範囲は１．１秒～１．９秒
となる。
上記１）２）の具体的な項目を図１０に示す本実施

レベル 地震動 名称 最大加速度
cm/s２

最大速度
cm/s

レベル１
（稀地震） 告示波

八戸位相 L１K-HAC １０３．６６ １１．７７
神戸位相 L１K-JAM ９１．８３ １１．７８
乱数位相１ L１K-RAN１ １０７．７５ １１．８１
乱数位相２ L１K-RAN２ １００．０４ １１．４２
乱数位相３ L１K-RAN３ ９６．９ １２．３８

レベル２
（極稀地震）

告示波

八戸位相 L２K-HAC ４９３．６４ ５６．９７
神戸位相 L２K-JAM ４１１．９６ ５９．２４
乱数位相１ L２K-RAN１ ５２６．２４ ６０．４１
乱数位相２ L２K-RAN２ ４７６．８１ ５９．２６
乱数位相３ L２K-RAN３ ４７５．２５ ６３．５７

既存観測波
EL CENTRO NS ELCENT-L２ ５１１．５３ ５０．００
TAFT EW TAFT-L２ ４９６．８９ ５０．００
HACHI NS HACHI-L２ ３３３．４１ ５０．００

表１ 採用地震波一覧
Table１ List of seismic waves

図８ 設計用地震波エネルギースペクトル
Fig．８ Tripartite graph of design earthquake motion
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例の設計フローに記載する。図中の下線部分は告示
以外の指標を用いて求めた項目である。

６ 設計結果
設計結果を以下に示す。その際、エネルギー法の
結果と検証用時刻歴応答解析の結果も比較して示
す。

６．１ 入力地震エネルギー
エネルギー法では建物に入力される地震エネル

ギーは下式で表わされる８）。
E＝１２MV

２

E：建物に入力される地震の総エネルギー

図９ 設計用地震波トリパタイトグラフ
Fig．９ Energy spectrum of design earthquake motion

図１０ 設計フロー
Fig．１０ Design flow chart
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図１１ エネルギー法における速度換算値
Fig．１１ Velocity conversion in the energy method

図１２ 速度換算値の比較
Fig．１２ Comparison of velocity conversion

図１３ 総エネルギーの分配比較
Fig．１３ Comparison of energy distribution ratio in each
layers

M：建物の総質量
V：速度換算値

速度換算値Vは「建物の１次固有周期」と「計画地
の表層地盤の増幅効果」により求まる。エネルギー
法では設計上使用する３種類の地盤種別毎に、建物
の１次固有周期と速度換算値の関係が規定されてい
る１）。
まず、エネルギー法で使用する極稀地震時の入力

エネルギーの速度換算値Vを図１１に示す。本建物
の極稀地震時等価剛性固有周期Tは１．６９８s（X方
向）、１．６７０s（Y方向）、表層地盤種別は２種地盤で
ある。よって、図１１に示すように本建物のVは２
種地盤の最大値１．６５m/s である。なお、速度換算
値算定方法は略算法を用いた。次に、図１２にエネル
ギー法で求まるV（１．６５m/s）と検証用時刻歴応答解
析により求まる各地震波のVとの比較を示す。各
地震波でばらつきがあるが、概ね対応しており、エ
ネルギー法の入力エネルギーは妥当であると判断で
きる。

６．２ 各層のエネルギー分配
６．１節で求めた建物に入力される地震の総エネル
ギーは１階～４階の各層に分配され吸収される。多
層建物では地震エネルギーが最弱層に集中するため
極力弱点となる層を作らないことが重要である。エ
ネルギー法では各層の強度を最適な強度分布に合わ
せることで、地震に対してバランスの良い建物が設
計可能である。
図１３に本実施例におけるエネルギー法と検証用時
刻歴応答解析の各層のエネルギー分配比較を示す。
時刻歴応答解析でも特定の層に地震エネルギーが集
まらないことを確認することができ、本建物は地震
に対してバランスの良い建物であるといえる。

６．３ 主架構とダンパーへの入力エネルギー
６．２節で求めた各層に分配された地震エネルギー
は各層の主架構とダンパーに分配して吸収される。
図１４、１５に主架構及びダンパーについて吸収され
るエネルギーの比較を示す。エネルギー法の吸収エ
ネルギーは設計用に割り増された数値である。図
１４、１５に示すように、主架構、ダンパー共にエネル
ギー法の値の方が大きくなっており、安全側の設計
になっているといえる。結果的に、本実施例では、
検証用の時刻歴応答解析を省略してもよいことが分
かる。また、アンボンドブレースは高い保有累積塑
性変形性能を有しており、エネルギー法で設計した
場合、極稀地震動１回、稀地震動５回のエネルギー
に対して５倍の余裕度がある結果となった。
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６．４ 極稀地震時の最大変形
エネルギー法では極稀地震時の最大変形に関する

規定がない。しかし、建物の非構造部材の健全性や
柱の Pδ効果の影響の観点から最大変形は重要な指
標である。そこで、エネルギー法でも建築研究所監
修による手法７）で極稀地震時の変形を求めた。
図１６にエネルギー法と検証用時刻歴応答解析にお

ける極稀地震時の変形の比較を示す。概ね同傾向の

結果となっており、本設計手法の妥当性を示すとと
もに建物の安全性を確認した。

６．５ 基礎構造
建築基準法では基礎の極稀地震時の検討は義務付
けられていない。しかし、本実施例では上部架構の
耐震性に合わせるために基礎の極稀地震時の検討を
行った。
本実施例では、鋼管杭で変形性能の高い当社製品
であるエコパイルを採用したため、稀地震時の検討
で杭の部材が決定し、極稀地震時の検討による杭の
サイズアップはなかった。

７ エネルギー法採用の効果
本実施例におけるエネルギー法を採用した効果を
以下に示す。

７．１ 耐震性能
本実施例では「耐震性能の向上」のために極稀地震
に対しても主架構を弾性内に留めることを目標に設
計を行った。結果として、図１４に示すように、建物
の履歴特性により、主架構にほとんど塑性エネル
ギーが吸収されない架構になるように設計し、主架
構をほぼ弾性内に留めることができた。また、エネ
ルギー法では６．２節でも示したように各層の耐力バ
ランスを精度よく検討することで、弱点階を有しな
い建物を実現できた。結果として、従来の耐震構造
の建物より、耐震性能の向上が図れた。

７．２ 経済性
本実施例において、エネルギー法適用の「経済性」
の効果を確認するために、従来の耐震構造の設計手
法でも設計を行い上部架構の鉄骨重量比較を行っ
た。表２に柱、大梁、アンボンドブレース（ダン
パー）及び二次部材毎に鉄骨重量を比較した数量表
を示す。本実施例では、稀地震時からアンボンドブ
レースに地震エネルギーを吸収させ効果的に使用し
たため、従来の設計手法よりアンボンドブレースを
約４４％削減できた。また、その周辺の柱、大梁は、
アンボンドブレースに釣り合った大きな部材になる
ため、アンボンドブレース削減に伴い、柱で約１％

図１４ 主架構への吸収エネルギー比較
Fig．１４ Comparison of energy absorption of a main frame

図１５ ダンパーへの吸収エネルギー比較
Fig．１５ Comparison of energy absorption of dampers

図１６ 層間変形角比較
Fig．１６ Comparison of story drift angle
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図１７ 申請期間の比較
Fig．１７ Comparison of the application period

削減、大梁で約８％削減することができた。
したがって、表２に示すように雑鉄骨を除いた上

部架構全体の鉄骨重量を約５％削減することができ
た。
また、エネルギー法で設計することの利点として

は、大臣認定を必要とせず制振構造を実現できるこ
とも挙げられる。本実施例の実績では、図１７に示す
ようにエネルギー法も確認申請前に任意評定を取得
することとした。「任意評定＋確認申請」に要した期
間は評定委員会開始から３ヶ月であった。一方、類
似案件で「大臣認定＋確認申請」では評定委員会開始
から４ヶ月を要しており、約１ヶ月の申請期間短縮
が実現できた。

８ 結言
本稿では、エネルギー法の初めての実施例を通し

て、その設計手法と効果を示した。以下に結果をま
とめる。
１）エネルギー法で設計を行った結果、極稀地震に

対して、ダンパー（アンボンドブレース）に地震
エネルギーを集中させることで、主架構すなわ
ち柱、梁をほぼ弾性内に留めることができ、耐
震性能を向上させることができた。同時に本実
施例では、上部架構全体の鉄骨重量も約５％削
減することができた。

２）本実施例においてエネルギー法の設計手法を示
した。また、本実施例のような建物であれば、

エネルギー法は安全側に設計でき、今後は検証
用時刻歴応答解析を省略できる可能性がある。

３）エネルギー法で設計を行うことにより、従来の
制振構造で必要とされた大臣認定を取得する必
要もなくなり、申請期間を１ヶ月短縮できた。

今後、エネルギー法を当社の差別化技術としてよ
り強化するための課題および本設計技術の展望を以
下に示す。
１）本稿では、エネルギー法による経済性の検討
は、上部架構に対してのみ行ったが、杭などの
基礎構造についても確認する必要がある。

２）本実施例である「４階建物流施設」「２種地盤」に
ついては「耐震性能の向上」と「経済性」の両立が
実現できたが、他の用途の建物や液状化するよ
うな地盤での影響は、把握できていない。事前
にどのような建物や地盤の場合、エネルギー法
で効果的に設計できるのかを確認する必要があ
る。

３）エネルギー法は、本実施例のような物流施設で
あれば、現状のコスト以下で耐震性能の高い建
物を顧客に提示でき、BCP（Building Continu-
ity Plan）の観点からも有効な手段となり得る。

４）当社製品であるアンボンドブレースは、高い保
有累積塑性変形性能を有しており、エネルギー
法の設計に適している。また、アンボンドブ
レースは、剛性、耐力、降伏時変位を自由に制
御できるため、設計者がエネルギー法の設計を
容易にできる可能性がある。
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